
公益社団法人 日本介護福祉士養成施設協会

平成30年度 全国教職員研修会開催要綱

平成30年11月28日（水）～30日（金）

●10:30 ～ 11:00　臨時総会受付

●11:00 ～ 12:30　臨時総会

●13:00 ～ 13:30　受　付

●13:30 ～ 17:30　開会式・講演Ⅰ・講演Ⅱ
●18:30 ～ 20:30　情報交換会（場所：宮崎観光ホテル）

● 9:30～ 10:00　受　付

●10:00 ～ 16:30   講演Ⅲ・報告・分科会

● 9:00～ 9:10   受　付

● 9:15～ 12:00　シンポジウム・閉会式

宮崎市民プラザ
〒880-0001　宮崎県宮崎市橘通西1丁目 1番 2号

TEL 0985-24-1008　FAX 0985-29-2244

公益社団法人 日本介護福祉士養成施設協会

平成30年度全国教職員研修会実行委員会
 （九州ブロック）

分科会口頭発表　　

本研修会は、分科会の発表申込みを受付ます。

　第 1 分科会テーマ：「時代に求められる介護福祉教育」

　第 2 分科会テーマ：「介護過程の展開」

　第 3 分科会テーマ：「多様な学生への教育上の支援のあり方」

　第４分科会テーマ：「介護人材確保の拡充に向けた取り組み」

※第４分科会については発表募集はしません。

　  発表を希望される方は、メールに下記内容をご記入のうえ、件名を「第○分科
会発表希望」として送信してください。発表希望受付後に、発表申込書をメール致します。
発表の可否につきましては、後日応募者の方にお知らせ致します。

申込みメールアドレス：tanaka@toyomc.ac.jp　　
発表申し込み締切日：平成 30 年 １０ 月 ５日（金）

申し込み内容　

①発表者氏名（ふりがな）、所属、連絡先（電話番号・メールアドレス）　

②共同発表者氏名（ふりがな）、所属

③研究発表テーマ「主題」「サブタイトル（副題）」

④分科会

第1分科会テーマ：「時代に求められる介護福祉教育」

第2分科会テーマ：「介護過程の展開」

第3分科会テーマ：「多様な学生への教育上の支援のあり方」

⑤発表用機材使用の有・無

１．使用する

※機材を使用する場合は、使用機材の詳細（パソコン、プロジェクター、
レーザーポインター など）をお知らせください。

　２．使用しない

　　　　（お問い合わせ先）　分科会担当：宮崎医療管理専門学校

 〒889－1701　宮崎県宮崎市田野町甲1556－1

0985-86-2271（平日 9時～ 17時まで /担当：田中）

Mail：tanaka@toyomc.ac.jp

期　日

場　所

主　催

主　管

介護福祉士教育の本質を探る
～ カリキュラムの見直しを踏まえて ～

分科会発表申込みについて

テーマ

〈研修会 1日目〉11/28（水）

〈研修会 2日目〉11/29（木）

〈研修会 3日目〉11/30（金）

第２報
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会　期

場　所

参加対象

参加費

情報交換会

情報交換会会費

お弁当

後　援

参加申込み方法

参加申込期間

参加受付

大会事務局

平成30年 11月 28日（水）～30日（金）

宮崎市民プラザ

〒880-0001　宮崎県宮崎市橘通西1丁目 1番 2号

TEL : 0985-24-1008    FAX  : 0985-29-2244

介護福祉士養成施設教職員・職能団体・関係団体・一般参加者　等

会員参加費　10,000円（当日11,000 円）（資料代含む3日間）

一般参加費　 4,000円 （当日　5,000円）（資料代含む1日あたり）

宮崎観光ホテル

〒880-8512　宮崎県宮崎市松山1丁目1番1号  TEL : 0985-27-1212

6,000円（当日参加申込不可）

〈大会2日目〉11月29日（木）昼食・お茶　1,000円（当日申込不可）

厚生労働省・宮崎県・宮崎市・宮崎県社会福祉協議会（依頼中）／宮崎県老人福祉

施設サービス協議会／宮崎県介護福祉士会／宮崎県老人保健施設協会

※この研修会は、オートレースの補助を受けて実施します。

以下のホームページにアクセスしていただき、インターネット経由または

FAXでのお申し込みをお願い致します。なお、お電話でのお申込みはできません。

介養協ホームページ : 全国教職員研修会参加申込み

https://fs221.xbit.jp/t238/form7/

平成30年９月13日(木) ～10月5日（金）【申込締切日】平成 30 年 10月 5 日（金）

宮崎交通株式会社 旅行部

〒880-0001　宮崎県宮崎市橘通西 3 丁目 10 番 32 号

TEL : 0985-32-0710    FAX  : 0985-32-0711

学校法人宮崎学園　宮崎学園短期大学

〒889-1605　宮崎県宮崎市清武町加納丙 1415

TEL : 0985-85-0146    FAX : 0985-85-0101

開催概要 プログラム

10:30 ～ 11:00

11:00 ～ 12:30

13:00 ～ 13:30

13:30 ～ 14:00

14:15 ～ 15:45

16:00 ～ 17:30

18:30 ～ 20:30

臨時総会受付
臨時総会
受　付
開会式
　開催県代表挨拶　　宮崎学園短期大学　学長　宗和 太郎
　開会挨拶 日本介護福祉士養成施設協会　会長　澤田 豊
　実行委員長挨拶　　日本介護福祉士養成施設協会　九州ブロック代表理事　溝部 仁
　来賓挨拶 宮崎県福祉保健部 部長　川野 美奈子 氏

講演Ⅰ　 演題「 心やさしき名も無い英雄を育てたい 」
　宮崎県立美術館  館長  飛田 洋 氏（前宮崎県教育委員会教育長）

講演Ⅱ　 演題「 介護福祉における実践力とは何か 」
　群馬医療福祉大学大学院　特任教授　黒澤 貞夫 氏

情報交換会 （会場：宮崎観光ホテル 光燿）
　代表者挨拶 宮崎県専修学校各種学校連合会 会長 川越 宏樹 氏

〈 研修会 1日目 〉 11/28（水）     会場：宮崎市民プラザ

〈 研修会 2日目 〉 11/29（木）

〈 研修会 3日目 〉 11/30（金）

09:30 ～ 10:00

10:00 ～ 11:00

11:15 ～ 12:00

12:00 ～ 13:00

13:00 ～ 16:30

受　付  
講演Ⅲ    テーマ「 福祉人材確保対策とカリキュラムの見直し」
　厚生労働省　社会・援護局福祉基盤課福祉人材確保対策室（予定）

報　告　 「外国人留学生に関する協会の対応（仮）」
　日本介護福祉士養成施設協会　副会長　井之上 芳雄 氏　
　（和歌山 YMCA国際福祉専門学校　顧問）

昼　食
分科会　
　第1分科会　時代に求められる介護福祉教育　
　第2分科会　介護過程の展開
　第3分科会　多様な学生への教育上の支援のあり方
　第4分科会　介護人材確保の拡充に向けた取り組み

09:00 ～   9:10

09:15 ～ 11:30 

11:45 ～ 12:00

受　付 
シンポジウム
「介護福祉士養成カリキュラムの見直しを踏まえた介護福祉教育のあり方（仮）」

コーディネーター　広島国際大学　教授　上原 千寿子 氏

　　助言者

シンポジスト

（検討チーム幹事会　介養協代表幹事委員）
群馬医療福祉大学大学院　特任教授　黒澤 貞夫 氏

東洋大学　教授　本名 靖 氏

（作業部会　領域：介護　幹事委員）
聖カタリナ大学　教授　秋山　昌江 氏

（作業部会　領域：こころとからだのしくみ・医療的ケア幹事委員）
目白大学　教授　荏原 順子 氏

（作業部会　領域：人間と社会　幹事委員）
閉会式
　閉会挨拶 日本介護福祉士養成施設協会 教育・研修委員長   上原 千寿子

　　次期開催ブロック挨拶  北海道ブロック代表者
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宮崎市役所本庁舎

宮崎市民
プラザ

[ 宮崎市民プラザ ]
【バス】
橘通1丁目バス停から徒歩3分

【電車・バス】
宮崎駅・南宮崎駅からバスで10分、徒歩30分

【空港】
宮崎空港からバスで25分、タクシーで20分

厚生労働省　社会・援護局福祉基盤課福祉人材確保対策室

　介護福祉専門官　　伊藤　優子　氏




